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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 26,083 △13.1 △354 ― △310 ― △201 ―

21年3月期第3四半期 30,007 △6.6 △672 ― △641 ― △1,163 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 △37.59 ―

21年3月期第3四半期 △216.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 19,298 5,592 29.0 1,041.64
21年3月期 22,420 5,793 25.8 1,078.96

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,592百万円 21年3月期  5,793百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 4.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,200 △10.8 △340 ― △290 ― △210 ― △39.11

－ 1 －



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 5,374,000株 21年3月期  5,374,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,912株 21年3月期  4,245株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 5,369,274株 21年3月期第3四半期 5,370,604株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の記述は、作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因により
大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関連する事項等につきましては、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情
報」を参照してください。 
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（参考）平成22年３月期第３四半期（３か月）の業績（平成21年10月１日～平成21年12月31日） 

（百万円未満切捨て）

（1） 経営成績（３か月） 

   

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

22年３月期第３四半期  9,193  48  67  55

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益 

  円   銭 円   銭 

22年３月期第３四半期 10  29 ―  
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（1）業績の状況 

当第３四半期会計期間におけるわが国の経済は、輸出がアジア向けに増加し、生産は持ち直してまいりましたもの

の、企業収益は大幅な減少が続きました。また、雇用情勢は依然として厳しい状況にありましたが、個人消費は持ち

直しの動きが続きました。 

住宅建設関連業界におきましては、新設住宅着工は持家を主体に持ち直しの動きがみられましたものの、貸家並び

に分譲住宅の着工は低迷を続け、全体としては依然極めて厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当第３四半期会計期間における売上高は、91億93百万円（前年同期比14.1％減）となりまし

た。 

売上総利益は、売上高の減少に伴い、前年同期比１億26百万円減少し、13億33百万円となりました。 

営業利益は、売上総利益の大幅な減少がありましたが、販売費及び一般管理費の大幅な経費削減を行い、前年同期

比２億26百万円の減少により、48百万円（前年同期は51百万円の営業損失）となりました。 

販売費及び一般管理費の主な減少要因は、貸倒引当金繰入額54百万円、給料及び手当25百万円、減価償却費25百万

円、交際費24百万円等であります。 

経常利益は、営業外損益の収支が前年同期比で24百万円改善したため、67百万円（前年同期は57百万円の経常損

失）となり、四半期純利益は、55百万円（前年同期は７億64百万円の純損失）となりました。 

これにより、一株当たり四半期純利益は、10円29銭となりました。 

なお、平成22年３月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期

第１四半期決算短信（平成21年８月７日開示）及び平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年11月13日開示）を

ご参照ください。 

当第３四半期会計期間における事業区分別の商品区分別売上高は次のとおりであります。 

① ルート事業（住宅用資材・ビル用資材・その他）  

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が4.6％減、マンション住宅商品が17.4％減、インテリア商品が13.2％減、

建設副資材が10.9％減となり、売上高は４億54百万円減少の32億25百万円（前年同期比12.4％減）と低調に推移しま

した。 

ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が18.1％減、福祉商品が18.9％減、景観商品が0.8％減となり、売上高は

５億82百万円減少の33億72百万円（前年同期比14.7％減）と低調に推移しました。 

この結果、ルート事業全体の売上高は10億60百万円減少の67億71百万円（前年同期比13.5％減）となりました。 

② 建材事業（住宅用資材・ビル用資材・ＯＥＭ関連資材・その他）   

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が4.6％減、マンション住宅商品が23.9％減、インテリア商品が30.0％減、

建設副資材が28.7％減となり、売上高は２億６百万円減少の８億２百万円（前年同期比20.5％減）となりました。 

ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が12.5％減、福祉商品が34.5％増、景観商品が5.7％増となり、売上高は

47百万円減少の７億39百万円（前年同期比6.0％減）となりました。 

ＯＥＭ関連資材は、集合住宅等の物件が減少したことによるメーカー生産調整等の影響で減少し、前年同期比

5.7％減少の３億15百万円となりました。 

この結果、建材事業全体の売上高は４億84百万円減少の19億１百万円（前年同期比20.3％減）となりました。 

③ ＤＩＹ事業（ＤＩＹ商品）  

ホームセンター及びディスカウント・ストア等において、新規取扱商品の拡販による定番導入と、提案商品である

防災・耐震関連商品の販売が順調に推移し、売上げが伸張しました。 

この結果、ＤＩＹ事業の売上高は34百万円増加の５億20百万円（前年同期比7.0％増）と好調に推移しました。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

商品区分 ルート事業 建材事業 ＤＩＹ事業 計 構成比

住宅用資材（千円）  3,225,566  802,833  －  4,028,400 ％ 43.8

ビル用資材（千円）  3,372,277  739,977  －  4,112,255 ％ 44.7

ＤＩＹ商品（千円）  －  －  520,262  520,262 ％ 5.7

ＯＥＭ関連資材（千円）  －  315,579  －  315,579 ％ 3.4

その他（千円）  173,817  43,040  －  216,857 ％ 2.4

合計（千円）  6,771,661  1,901,430  520,262  9,193,355 ％ 100.0
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当第３四半期会計期間末の総資産は192億98百万円となり、前事業年度末比31億22百万円減少いたしました。これ

は、主に受取手形及び売掛金が27億94百万円、現金及び預金が７億19百万円それぞれ減少し、未成工事支出金が２億

92百万円増加したこと等によるものであります。 

また、純資産は55億92百万円となり、前事業年度末比２億１百万円減少しております。これは主に、剰余金処分に

よる株主配当金支払40百万円、当第３四半期累計純損失２億１百万円、及びその他有価証券評価差額金の増加41百万

円によるものであります。自己資本比率は前事業年度末比3.2ポイント増加し、29.0％となりました。 

当第３四半期会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より５億79百万円減少

し、７億29百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は、９億60百万円（前年同期は５億79百万円の支出）となりました。これは主に、売

上債権の減少額27億53百万円、減価償却費１億94百万円等資金の増加に対し、仕入債務の減少額30億４百万円、たな

卸資産の増加額３億46百万円、訴訟損失引当金の減少額３億10百万円、税引前四半期純損失１億83百万円等資金の減

少があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、22百万円（前年同期は１億31百万円の支出）となりました。これは主に、投資有

価証券、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出１億10百万円、定期預金の預入及び払戻しによる純資金の

増加１億40百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、３億58百万円（前年同期は２億46百万円の収入）となりました。これは主に、長

期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出６億１百万円、配当金の支払額40百万円によるものであり

ます。 

  

平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年11月６日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

－ 5 －

杉田エース㈱（7635）平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）



  

１．簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）追加情報 

設置工事を伴う商品販売については、従来、商品出荷時に収益を認識しておりましたが、工事件数の増加や、

工事１件あたりの契約金額の増加に伴い、関連する収益の金額的重要性が増してきたため、第１四半期会計期間

より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事会計に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）に準拠して工事会計を適用しております。

なお、工事会計の適用にあたっては、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の売上高が280,146千円、売上総利益

が27,990千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失がそれぞれ12,152千円減少しており

ます。また、未成工事支出金が流動資産に292,299千円計上されております。 

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,037 1,578,522

受取手形及び売掛金 9,875,211 12,669,953

商品 1,698,835 1,644,652

未成工事支出金 292,299 －

未収入金 1,107,693 1,018,464

その他 41,678 24,839

貸倒引当金 △47,000 △66,000

流動資産合計 13,827,755 16,870,432

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,390,083 1,453,975

土地 1,946,253 1,946,253

その他（純額） 338,411 400,703

有形固定資産合計 3,674,748 3,800,932

無形固定資産   

ソフトウエア 83,835 118,013

その他 9,272 9,289

無形固定資産合計 93,107 127,302

投資その他の資産   

投資有価証券 669,286 577,254

破産更生債権等 397,454 387,986

その他 999,544 1,011,822

貸倒引当金 △363,384 △354,769

投資その他の資産合計 1,702,900 1,622,294

固定資産合計 5,470,757 5,550,529

資産合計 19,298,512 22,420,961
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,731,804 13,736,959

1年内返済予定の長期借入金 542,098 643,941

未払法人税等 12,287 26,214

訴訟損失引当金 － 310,000

その他 565,290 598,324

流動負債合計 11,851,480 15,315,439

固定負債   

長期借入金 1,034,436 533,843

退職給付引当金 358,032 342,121

役員退職慰労引当金 387,675 375,450

その他 74,251 60,374

固定負債合計 1,854,395 1,311,789

負債合計 13,705,876 16,627,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,240 697,240

資本剰余金 409,450 409,450

利益剰余金 4,538,339 4,780,463

自己株式 △2,345 △2,133

株主資本合計 5,642,684 5,885,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50,048 △91,288

評価・換算差額等合計 △50,048 △91,288

純資産合計 5,592,636 5,793,732

負債純資産合計 19,298,512 22,420,961

－ 8 －

杉田エース㈱（7635）平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 30,007,286 26,083,642

売上原価 25,704,805 22,226,904

売上総利益 4,302,480 3,856,737

販売費及び一般管理費 4,974,502 4,211,116

営業損失（△） △672,021 △354,379

営業外収益   

受取利息 7,561 7,281

受取配当金 7,583 4,871

仕入割引 60,822 58,312

雑収入 37,519 16,579

営業外収益合計 113,487 87,044

営業外費用   

支払利息 22,350 19,824

為替差損 13,741 －

投資事業組合運用損 17,078 6,422

手形売却損 26,835 15,882

雑損失 2,802 834

営業外費用合計 82,809 42,963

経常損失（△） △641,344 △310,297

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 19,000

訴訟損失引当金戻入額 － 117,507

固定資産売却益 － 400

特別利益合計 － 136,907

特別損失   

固定資産売却損 － 5,199

固定資産除却損 1,337 4,435

投資有価証券評価損 26,509 －

訴訟損失引当金繰入額 310,000 －

特別損失合計 337,846 9,634

税引前四半期純損失（△） △979,190 △183,024

法人税、住民税及び事業税 25,706 19,565

法人税等調整額 158,444 △739

法人税等合計 184,150 18,825

四半期純損失（△） △1,163,341 △201,850
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,704,748 9,193,355

売上原価 9,244,474 7,859,539

売上総利益 1,460,274 1,333,815

販売費及び一般管理費 1,511,812 1,285,568

営業利益又は営業損失（△） △51,537 48,247

営業外収益   

受取利息 3,690 3,331

受取配当金 3,207 2,577

仕入割引 21,528 20,336

雑収入 △3,879 5,065

営業外収益合計 24,547 31,311

営業外費用   

支払利息 7,117 8,103

為替差損 9,355 －

投資事業組合運用損 5,072 －

手形売却損 8,354 4,432

雑損失 607 △11

営業外費用合計 30,508 12,524

経常利益又は経常損失（△） △57,499 67,034

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △3,000

特別利益合計 － △3,000

特別損失   

固定資産除却損 74 1,065

投資有価証券評価損 23,688 －

訴訟損失引当金繰入額 310,000 －

特別損失合計 333,763 1,065

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △391,262 62,968

法人税、住民税及び事業税 9,762 7,956

法人税等調整額 363,043 △246

法人税等合計 372,805 7,709

四半期純利益又は四半期純損失（△） △764,068 55,258
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △979,190 △183,024

減価償却費 235,165 194,760

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 310,000 △310,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,910 15,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162,567 21,241

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 490 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,425 12,225

受取利息及び受取配当金 △15,145 △12,152

支払利息 22,350 19,824

為替差損益（△は益） 2,682 －

投資有価証券評価損益（△は益） 26,509 －

固定資産売却損益（△は益） － 5,199

固定資産除却損 1,337 4,435

デリバティブ評価損益（△は益） △13,308 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,692,020 2,753,648

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,639 △346,481

仕入債務の増減額（△は減少） △3,172,432 △3,004,572

その他 △386,680 △94,774

小計 △302,758 △923,759

利息及び配当金の受取額 14,276 11,901

利息の支払額 △22,347 △20,454

法人税等の支払額 △268,295 △28,314

営業活動によるキャッシュ・フロー △579,124 △960,627

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 240,000

有形固定資産の取得による支出 △70,221 △25,038

有形固定資産の売却による収入 － 6,370

無形固定資産の取得による支出 △20,816 △30,139

投資有価証券の取得による支出 △5,156 △55,118

投資有価証券の売却による収入 － 1,540

貸付けによる支出 － △8,700

貸付金の回収による収入 16,060 7,480

その他 △51,269 △13,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,403 22,878

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 600,000 －

長期借入れによる収入 200,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △471,730 △601,250

自己株式の売却による収入 1,246 －

自己株式の取得による支出 △2,728 △212

配当金の支払額 △80,589 △40,273

財務活動によるキャッシュ・フロー 246,198 358,264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,682 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △467,011 △579,484

現金及び現金同等物の期首残高 1,031,057 1,308,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 564,046 729,037
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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